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(百万円未満切捨て)

１．平成29年９月期第２四半期の連結業績（平成28年10月１日～平成29年３月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年９月期第２四半期 33,804 7.9 2,826 22.6 2,977 25.3 1,895 28.7

28年９月期第２四半期 31,333 1.1 2,305 13.3 2,376 8.3 1,472 △2.8
(注) 包括利益 29年９月期第２四半期 2,570百万円( 120.5％) 28年９月期第２四半期 1,165百万円(△41.4％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年９月期第２四半期 132.47 131.84

28年９月期第２四半期 102.96 102.57
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年９月期第２四半期 35,710 23,133 62.8

28年９月期 32,455 20,954 62.7
(参考) 自己資本 29年９月期第２四半期 22,436百万円 28年９月期 20,349百万円
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年９月期 － 23.00 － 26.00 49.00

29年９月期 － 28.00

29年９月期(予想) － 30.00 58.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成29年９月期の連結業績予想（平成28年10月１日～平成29年９月30日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 67,000 11.8 4,800 18.4 4,950 15.8 3,200 16.0 223.64
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料４ページ「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 (２)四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年９月期２Ｑ 14,503,854株 28年９月期 14,503,854株

② 期末自己株式数 29年９月期２Ｑ 194,646株 28年９月期 196,646株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年９月期２Ｑ 14,307,856株 28年９月期２Ｑ 14,303,914株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注
意事項等については添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３) 連結業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で個人消費や企業業績も持ち直し

の動きを見せ始め、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いています。一方で、中東・東アジア地域の地政

学的リスクや欧米のナショナリズムの高まりなど、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動のリスクが高まっていま

す。

　このような環境下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、33,804百万円（前年同四半期比7.9％増）

となり、営業利益は2,826百万円（前年同四半期比22.6％増）、経常利益は2,977百万円（前年同四半期比25.3％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は1,895百万円（前年同四半期比28.7％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

　①化成品

　ゴム関連商品は、主力の自動車や家電・情報機器向けの合成ゴムや添加剤などの副資材が特に好調でした。化学品関

連商品は、アジア向け輸出が振るわなかったものの、香料や医薬関連商品の輸入・染料販売が堅調に推移しました。ま

た、前連結会計年度中に新たに連結子会社となった㈱ソートの業績も寄与しました。

　この結果、売上高は13,477百万円（前年同四半期比13.3％増）、セグメント利益（営業利益）は899百万円（前年同四

半期比55.0％増）となりました。

　②機械資材

　産業資材関連商品は、シート用部品等の自動車内装用部品が大きく伸長し、売上・利益とも前年同期を上回りました。

機械・環境関連商品は、バイオマス関連設備の納入が実現し、増収増益となりました。科学機器関連商品は、表面物性

測定装置や摩擦摩耗試験機等の分析・試験機器が好調でした。

　この結果、売上高は11,174百万円（前年同四半期比9.6％増）、セグメント利益（営業利益）は1,469百万円（前年同

四半期比12.7％増）となりました。

　③海外現地法人

　Sanyo Corporation of Americaは、モーター等の自動車用部品の販売が業績を牽引し、好調でした。三洋物産貿易

（上海）有限公司は、接着剤の販売が伸長し、業績は順調に推移しました。San-Thap International Co., Ltd.（タ

イ）は、自動車内装用部品が好調でした。

　この結果、売上高は7,022百万円（前年同四半期比18.5％増）、セグメント利益（営業利益）は413百万円（前年同四

半期比115.2％増）となりました。

　④国内子会社

　㈱ケムインターは、当期首に吸収合併したコムスタージャパン㈱の洗浄剤事業が寄与するとともに、北米・南米向け

の機械の輸出が好調でした。コスモス商事㈱は、地熱開発関連の機材販売やレンタル事業が好調でしたが、海洋・船舶

の大型案件が実現した前年同期に比べ、売上・利益ともに大幅に減少しました。

　この結果、売上高は2,015百万円（前年同四半期比36.5％減）、セグメント利益（営業利益）は280百万円（前年同四

半期比32.1％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　（資産）

　流動資産は、主に売掛債権やたな卸資産の増加により、前連結会計年度末比2,861百万円増加し、29,152百万円となり

ました。

　固定資産は、有形固定資産やのれんの償却による減少の一方、保有有価証券の時価が上昇したことなどにより、前連

結会計年度末比392百万円増加し、6,557百万円となりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における総資産は35,710百万円（前連結会計年度末比3,254百万円の増加）と

なりました。

　（負債）

　流動負債は、退職金や次期会計システム設計費用の支払いなどにより未払金が減少しましたが、仕入債務や銀行借入

金が大幅に増加したことなどにより、前連結会計年度末比889百万円増加し、11,238百万円となりました。

　固定負債は、主に投資有価証券の評価差額計上に伴う繰延税金負債の増加により、前連結会計年度末比186百万円増加

し、1,338百万円となりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における負債は12,576百万円（前連結会計年度末比1,076百万円の増加）とな

りました。

　（純資産）

　親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によって株主資本が増加したことに加え、保有有

価証券の時価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加や円安による為替換算調整勘定の増加により、その他の包括

利益累計額が増加しました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における純資産は23,133百万円（前連結会計年度末比2,178百万円の増加）と

なりました。

　

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末比442百万円増加し、4,154百万円とな

りました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、436百万円の収入（前年同四半期比818百万円の減少）となりました。売上

債権の増加や法人税の支払いによる支出の一方で、税金等調整前四半期純利益の計上があったことなどによるもの

です。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、282百万円の支出（前年同四半期比380百万円の増加）となりました。これ

は主に、無形固定資産の取得や関係会社への貸付けの支出によるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、198百万円の収入（前年同四半期比1,135百万円の増加）となりました。こ

れは、配当金支払いによる支出の一方、短期借入による収入の増加などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成29年９月期の連結業績予想につきましては、平成29年4月25日公表の通期の業績予想から変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,712,117 4,154,221

受取手形及び売掛金 12,856,873 14,178,520

電子記録債権 766,080 873,814

商品及び製品 7,745,516 8,553,622

仕掛品 9,457 906

原材料及び貯蔵品 1,448 2,464

その他 1,207,491 1,398,982

貸倒引当金 △8,619 △10,175

流動資産合計 26,290,365 29,152,357

固定資産

有形固定資産 1,984,874 1,927,902

無形固定資産

のれん 662,669 588,378

その他 192,824 203,303

無形固定資産合計 855,493 791,682

投資その他の資産

投資有価証券 2,573,358 3,123,147

その他 758,095 717,986

貸倒引当金 △6,698 △2,866

投資その他の資産合計 3,324,755 3,838,268

固定資産合計 6,165,123 6,557,853

資産合計 32,455,489 35,710,210
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,006,325 7,372,352

短期借入金 729,953 1,361,059

1年内返済予定の長期借入金 65,930 50,000

未払法人税等 966,599 941,945

引当金 20,351 189,276

その他 1,559,768 1,323,761

流動負債合計 10,348,927 11,238,395

固定負債

長期借入金 50,000 50,000

退職給付に係る負債 739,396 757,111

その他 362,511 531,433

固定負債合計 1,151,907 1,338,544

負債合計 11,500,835 12,576,940

純資産の部

株主資本

資本金 1,006,587 1,006,587

資本剰余金 426,948 426,143

利益剰余金 18,698,503 20,213,266

自己株式 △188,739 △186,820

株主資本合計 19,943,300 21,459,176

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 518,634 913,914

為替換算調整勘定 △112,215 63,138

その他の包括利益累計額合計 406,419 977,052

新株予約権 47,891 64,123

非支配株主持分 557,043 632,916

純資産合計 20,954,653 23,133,269

負債純資産合計 32,455,489 35,710,210
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 31,333,650 33,804,517

売上原価 26,125,929 27,596,978

売上総利益 5,207,721 6,207,538

販売費及び一般管理費 2,901,779 3,380,838

営業利益 2,305,941 2,826,699

営業外収益

受取利息 3,137 3,207

受取配当金 24,746 25,937

為替差益 27,887 113,124

その他 40,343 37,856

営業外収益合計 96,114 180,126

営業外費用

支払利息 9,507 7,032

その他 16,134 22,463

営業外費用合計 25,642 29,496

経常利益 2,376,414 2,977,329

特別損失

和解金 32,361 －

特別損失合計 32,361 －

税金等調整前四半期純利益 2,344,053 2,977,329

法人税等 845,739 1,027,738

四半期純利益 1,498,314 1,949,591

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,572 54,175

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,472,741 1,895,415
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 1,498,314 1,949,591

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △188,357 396,233

為替換算調整勘定 △144,208 224,223

その他の包括利益合計 △332,566 620,456

四半期包括利益 1,165,747 2,570,048

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,150,833 2,473,107

非支配株主に係る四半期包括利益 14,914 96,940
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,344,053 2,977,329

減価償却費 81,711 95,390

のれん償却額 2,203 74,566

株式報酬費用 14,069 17,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,428 △2,433

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12,334 17,108

その他の引当金の増減額（△は減少） 173,815 168,925

受取利息及び受取配当金 △27,883 △29,145

支払利息 9,507 7,032

為替差損益（△は益） 35,300 △56,224

売上債権の増減額（△は増加） △937,378 △1,232,205

たな卸資産の増減額（△は増加） 266,278 △575,525

仕入債務の増減額（△は減少） △114,788 188,419

前受金の増減額（△は減少） 126,091 25,638

前渡金の増減額（△は増加） 180,978 △40,255

その他 △84,937 △207,855

小計 2,045,257 1,428,110

利息及び配当金の受取額 28,677 28,282

利息の支払額 △9,385 △7,475

法人税等の支払額 △809,731 △1,012,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,254,818 436,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △94,461 △27,339

無形固定資産の取得による支出 △1,379 △115,478

投資有価証券の取得による支出 △8,442 △9,038

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△588,750 －

関係会社株式の取得による支出 △6,920 －

貸付けによる支出 △15,000 △130,000

貸付金の回収による収入 53,001 800

その他 △1,267 △1,392

投資活動によるキャッシュ・フロー △663,220 △282,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △550,434 609,588

長期借入金の返済による支出 － △15,930

配当金の支払額 △357,590 △371,987

非支配株主への配当金の支払額 △26,983 △21,068

その他 △1,642 △2,034

財務活動によるキャッシュ・フロー △936,650 198,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,580 52,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △369,632 405,363

現金及び現金同等物の期首残高 3,201,096 3,712,117

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 35,006

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,732

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,831,463 4,154,221
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３化成品 機械資材
海外

現地法人

国内

子会社
計

売上高

外部顧客への

売上高
11,894,705 10,197,677 5,928,346 3,176,437 31,197,168 115,173 31,312,341 21,308 31,333,650

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,250,558 117,395 621,182 20,395 2,009,532 16,642 2,026,174 △2,026,174 －

計 13,145,264 10,315,073 6,549,528 3,196,833 33,206,700 131,815 33,338,515 △2,004,865 31,333,650

セグメント

利益
580,503 1,304,158 192,180 413,595 2,490,438 52,667 2,543,105 △237,163 2,305,941

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客への売上高の調整額21,308千円は、管理会計との為替調整額であります。
(2) セグメント利益の調整額△237,163千円には、のれん償却額△795千円、各報告セグメントに配分してい

ない販売費及び一般管理費△251,616千円、管理会計との為替調整額4,523千円が含まれております。
３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　当第２四半期連結会計期間において、株式会社ソートの株式を取得し、連結子会社としたことにより、「化成

品」セグメントにおいて、のれん715,046千円を計上しております。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

（注）２

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３化成品 機械資材
海外

現地法人

国内

子会社
計

売上高

外部顧客への

売上高
13,477,356 11,174,787 7,022,204 2,015,938 33,690,286 110,532 33,800,819 3,697 33,804,517

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,329,395 112,798 624,965 11,112 2,078,272 17,692 2,095,965 △2,095,965 －

計 14,806,752 11,287,586 7,647,169 2,027,051 35,768,559 128,225 35,896,784 △2,092,267 33,804,517

セグメント

利益
899,580 1,469,712 413,522 280,913 3,063,730 87,194 3,150,924 △324,225 2,826,699

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客への売上高の調整額3,697千円は、管理会計との為替調整額であります。
(2) セグメント利益の調整額△324,225千円には、のれん償却額△73,164千円、各報告セグメントに配分して

いない販売費及び一般管理費△245,749千円、管理会計との為替調整額△53,966千円が含まれておりま
す。

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

決算短信（宝印刷） 2017年05月08日 14時47分 12ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


